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(57)【要約】
　開示される縫合糸アンカー（２）は熱可塑性を有する
材料を備え、この材料の少なくとも一部を液化しかつこ
れを硬組織開口の壁に浸透させることによって硬組織開
口の中に固定される。掲記された固定の間および好まし
くはその終わりに向けて、遠位縫合糸導管（２３）の中
に保持されている縫合糸は、縫合糸アンカー（２）と硬
組織開口の壁との間にクランプされることにより、また
は縫合糸導管の潰れによってクランプされるもしくは制
動されることにより、硬組織に対して固着される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　硬組織に対して縫合糸（４）を固着するための縫合糸アンカーであって、前記縫合糸ア
ンカー（２）は、ピン部分（２０）と、熱可塑性を有し、かつピン部分の周の少なくとも
部分的に周りに配置され、縫合糸を保持するための材料と、前記ピン部分（２０）の遠端
の縫合糸導管とを備え、前記硬組織に対して前記縫合糸を固着するために、前記ピン部分
（２０）に沿って軸方向に延在する縫合糸溝（２２）は、前記ピン部分（２０）の近端に
ゼロ深さ部分（２４）を備えるか、または遠位前記縫合糸導管は潰れることができる、縫
合糸アンカー。
【請求項２】
　ヘッド部分（２１）をさらに備える、請求項１に記載の縫合糸アンカー。
【請求項３】
　前記ピン部分（２０）の前記遠端の前記縫合糸導管は、前記ピン部分（２０）の遠位面
を横切って延在するアンダーカット溝（２３）である、請求項１および２のいずれか１項
に記載の縫合糸アンカー。
【請求項４】
　異なる番手の縫合糸の収容のため、前記アンダーカット溝（２３）は断面が異なる少な
くとも２つのアンダーカットレベル（２３．１および２３．２）を有する、請求項３に記
載の縫合糸アンカー。
【請求項５】
　前記ピン部分（２０）の前記遠端の前記縫合糸導管は縫合糸チャネルまたはハトメ（２
５）である、請求項１から２のいずれか１項に記載の縫合糸アンカー。
【請求項６】
　前記ピン部分（２０）に沿って軸方向に延在する前記縫合糸溝（２２）およびおそらく
は前記ヘッド部分（２１）は近位アンカー面の中に口を有する、請求項１から５のいずれ
か１項に記載の縫合糸アンカー。
【請求項７】
　前記縫合糸導管に交差するように配置される、前記縫合糸導管の中またはスプレッダ溝
の中に位置決めされるスプレッダ要素（３７）および前記縫合糸導管に近位に隣接する弱
められかつこれにより潰れることができるアンカー部分のうち少なくとも１つをさらに備
える、請求項１から６のいずれか１項に記載の縫合糸アンカー。
【請求項８】
　前記弱められた部分は少なくとも１つの横断方向ボア（３６）を備える、請求項７に記
載の縫合糸アンカー。
【請求項９】
　凹状の遠位面をさらに備える、請求項１から６のいずれか１項に記載の縫合糸アンカー
。
【請求項１０】
　縫合糸アンカー（２）の助けにより硬組織の中に縫合糸（４）を固定するための方法は
、
　ピン部分（２０）と、熱可塑性を有し、かつピン部分の周の少なくとも部分的に周りに
配置される材料と、前記ピン部分（２０）の遠端の縫合糸導管とを備える前記縫合糸アン
カー（２）を設けるステップを備え、前記アンカーに対して前記縫合糸（４）を固着する
ために、前記ピン部分（２０）に沿って軸方向に延在する縫合糸溝（２２）は、前記ピン
部分（２０）の近端にゼロ深さ部分（２４）を備えるか、または遠位前記縫合糸導管は潰
れることができ、さらに
　硬組織開口の中への導入のための押込みを必要とする前記ピン部分（２０）のために寸
法決めされた断面を有する硬組織開口（５）を設けるステップと、
　前記硬組織開口（５）の内部の前記硬組織と接する場合は、熱可塑性を有する前記材料
の少なくとも一部を液化するのに十分な時間の間エネルギを前記縫合糸アンカー（２）の
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中に送出しながら、前記縫合糸アンカー（２）の前記ピン部分（２０）を前記硬組織開口
（５）の中に押込むステップと、
　前記硬組織とゼロ深さ縫合糸溝部分（２４）の前記縫合糸アンカー（２）との間に縫合
糸をクランプすることにより、または前記縫合糸導管を潰すことによりこれをクランプす
るもしくは制動することにより、前記縫合糸（４）を固着するステップとを備える、方法
。
【請求項１１】
　前記縫合糸アンカー（２）の中に送出される前記エネルギは機械振動エネルギであり、
押込むおよび送出する前記ステップでは、振動工具（１）が用いられ、前記縫合糸アンカ
ー（２）は前記振動工具（１）の遠位面に装着される、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　押込むおよび送出する前記ステップの際、前記縫合糸溝（２２）またはスプレッダ溝に
よって分離される前記縫合糸アンカー（２）の遠端セクション（２．１および２．２）は
、張力を加えられている前記縫合糸（４）によってまたは前記硬組織開口（５）の底部に
押圧された前記縫合糸アンカー（２）の前記遠端によって、互いから離間するように広げ
られる、請求項１０から１１のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１３】
　スプレッダ要素（３７）は前記縫合糸導管または前記スプレッダ溝の中に位置決めされ
る、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　押込むおよび送出する前記ステップの際、前記縫合糸導管に近位に隣接するアンカー部
分は、張力を加えられている前記縫合糸（４）のまたは前記硬組織開口（５）の底部に押
圧されている前記縫合糸アンカー（２）の前記遠端の圧縮力下で径方向に拡張される、請
求項１０から１３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１５】
　部品のキットであって、
　縫合糸アンカー（２）および振動工具（１）を備え、前記振動工具（１）は、近位アン
カー面に対して遠位工具面を位置決めすること、ならびに前記振動工具（１）からの押圧
力および機械振動を前記縫合糸アンカー（２）に送出することにより、硬組織開口の中に
前記縫合糸アンカー（２）を固定するのに好適であり、
　前記近位アンカー面は前記縫合糸アンカー（２）の周方向表面に沿って軸方向に延在す
る縫合糸溝（２２）の少なくとも１つの口を備え、
　前記遠位工具面および前記近位アンカー面は互いに対して適合され、これにより前記遠
位工具面は、前記遠位工具面が固定プロセスのために前記近位アンカー面に対して位置決
めされる際に前記近位アンカー面が備える前記少なくとも１つの口を覆わない、部品のキ
ット。
【請求項１６】
　前記遠位工具面および前記近位アンカー面は異なる形状を有し、これにより前記少なく
とも１つの口が位置する前記近位アンカー面の部分は、前記遠位工具面が前記固定プロセ
スのために前記近位アンカー面に対して位置決めされる際に前記遠位工具面から突出する
、請求項１５に記載の部品のキット。
【請求項１７】
　前記遠位工具面は円形であり、前記近位アンカー面は長円形、特に楕円形である、請求
項１６に記載の部品のキット。
【請求項１８】
　前記工具は、前記遠位工具面の中に口を備える少なくとも１つの横方向溝（２６）を備
え、前記口は前記近位アンカー面の中の前記口に適合される、およびこれと整列されるか
または整列可能である、請求項１５に記載の部品のキット。
【請求項１９】
　前記遠位工具面および前記近位アンカー面の一方は少なくとも１つの突出部（２７）を



(4) JP 2013-537818 A 2013.10.7

10

20

30

40

50

備え、前記遠位工具面および前記近位アンカー面の他方は窪みを備え、前記少なくとも１
つの突出部（２７）および前記少なくとも１つの窪みは前記近位アンカー面に対して位置
決めされる前記遠位工具面と協働して遠位工具端に前記縫合糸アンカー（２）を配置し、
これにより前記近位工具面中の前記少なくとも１つの口は前記遠位工具面によって覆われ
ない、請求項１５から１８のいずれか１項に記載の部品のキット。
【請求項２０】
　熱可塑性を有する材料のインサイチュー液化の助けにより硬組織の中に縫合糸アンカー
（２）を固定するための方法は、
　遠位縫合糸溝（２２）と、熱可塑性を有する前記材料とを備える前記縫合糸アンカー（
２）を設けるステップと、
　硬組織開口（５）を設けるステップと、
　前記硬組織開口（５）の壁と接触する場合は、前記縫合糸に張力を加えた状態を保ち、
これにより前記縫合糸（４）を前記遠位縫合糸溝（２２）の底部に対して押込みながら、
工具（１）を用いて前記硬組織開口（５）の中に前記縫合糸アンカー（２）を押込むこと
により、かつ前記工具（１）を介して同時にエネルギを前記縫合糸アンカー（２）に送出
してこれにより熱可塑性を有する前記材料を液化することにより、前記遠位縫合糸溝（２
２）を通って延在する前記縫合糸（４）を有する前記縫合糸アンカー（２）を前記硬組織
開口（５）の中に導入するステップと、
　前記遠位縫合糸溝（２２）の前記底部を通して前記縫合糸（４）を前記縫合糸アンカー
の中に押込むことおよび／または前記縫合糸アンカー（２）を前記工具と前記縫合糸（４
）との間で圧縮することにより前記縫合糸アンカー（２）を拡張することによって、遠位
アンカーセクション（２．１および２．２）を互いから強制的に離間するステップを備え
る、方法。
【請求項２１】
　前記縫合糸アンカー（２）は、前記遠位縫合糸溝（２３）の前記底部を越えたところに
前記遠位縫合糸溝（２２）に平行に延在する少なくとも１つの横断方向ボア（３６）を備
え、前記縫合糸（４）は、前記縫合糸溝の前記底部を通して押込まれると前記少なくとも
１つのボア（３６）に入る、請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　前記縫合糸アンカー（２）は、前記縫合糸溝の前記底部を越えたところに前記遠位縫合
糸溝（２２）に向かってある角度で延在する少なくとも１つの横断方向ボア（３６）を備
え、前記横断方向ボア（３６）は、前記縫合糸アンカーが前記縫合糸（４）と前記工具（
１）との間で圧縮されると潰れる、請求項２０に記載の方法。
【請求項２３】
　前記少なくとも１つの横断方向ボア（３６）は熱可塑性を有する前記材料を通って延在
し、前記縫合糸アンカーに送出される前記エネルギは振動エネルギである、請求項２１か
ら２２のいずれか１項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　発明の分野
　発明は医療技術の分野に存在し、特に縫合糸の助けにより軟組織を硬組織に装着する目
的で硬組織に対して縫合糸を固定するための縫合糸アンカーおよび方法に関し、硬組織は
特にヒトまたは動物の患者の骨組織である。
【背景技術】
【０００２】
　発明の背景
　（すべてWoodweldingに対する）刊行物ＵＳ７００８２２６、ＷＯ２００９／１０９０
５７、およびＷＯ２００９／０５５９５２は、縫合糸アンカーの助けにより縫合糸を硬組
織に装着するための装置および方法を開示し、縫合糸アンカーは熱可塑性を有する材料を
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備え、熱可塑性を有する材料のインサイチュー液化のために用いられる好ましくは振動エ
ネルギの助けにより、硬組織開口の中にアンカー固定される。液化された材料は細孔また
は硬組織開口の壁の硬組織の他の好適な構造の中に浸透し、そこで再固化すると、これは
硬組織と縫合糸アンカーとの間で確実な嵌合接続（positive fit connection）を構成す
る。アンカーは、円周面上にまたは熱可塑性スリーブの形態で熱可塑性を有する材料を備
え、これは、アンカーが硬組織開口の中に押込まれて同時に振動されたときに、またはア
ンカーもしくはその一部が硬組織開口の中に位置決めされかつ熱可塑性スリーブが振動工
具と対抗要素との間に保持されたときに液化される。縫合糸は縫合糸アンカーの近端また
は遠端を通される。
【０００３】
　縫合糸を硬組織に固定するためのさらなる縫合糸アンカーおよび方法が刊行物ＵＳ－７
６７８１３４、ＵＳ－７６９５４９５、ＵＳ－２００６／１６１１５９、ＵＳ－２００９
／１９２５４６、ＵＳ－２００９／１８７２１６（すべてArthrexに対するもの）、ＵＳ
－５７３３３０７（Dinsdale）、またはＵＳ－６５０８８３０（Steiner）に開示され、
開示されるアンカーは、その目的のために設けられる骨開口の中に螺合される干渉ねじ（
interference screw）またはその目的のために設けられる骨開口の中に圧入される好まし
くは骨材料からなるプラグを備え、縫合糸は、ねじもしくはプラグによって、またはねじ
もしくはプラグの助けにより開口の中に保持されている付加的な要素によって保持される
。
【０００４】
　熱可塑性を有しかつインサイチューで液化されて開口の壁の硬組織に浸透される材料の
助けにより、たとえばヒトまたは動物の患者の骨組織の中などの硬組織に設けられる開口
の中にある物品をアンカー固定する方法が、刊行物ＵＳ－７３３５２０５、ＵＳ－２００
６／０１０５２９５、ＵＳ－２００８／１０９０８０、ＵＳ－２００９／１３１９４７、
ＷＯ－２００９／１０９０５７、およびＷＯ－２００９／１３２４７２にさらに開示され
ている。その中で、液化のために用いられる好ましいエネルギは機械的振動エネルギであ
る。すべての掲記された刊行物および出願の開示はここに引用により包含される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　発明の概要
　発明の目的は、硬組織に対して縫合糸を固定するためのさらなる縫合糸アンカーおよび
さらなる方法を作り出すことであり、縫合糸アンカーは、熱可塑性を有しかつインサイチ
ューで液化されて硬組織開口の壁の硬組織に浸透する材料の助けにより、硬組織開口の中
に固定される。その中で、縫合糸アンカーおよび方法は、縫合糸の助けにより軟組織を硬
組織に装着するのに好適なものであり、硬組織は特にヒトまたは動物の患者の骨組織であ
る。縫合糸は好ましくは、摺動不可能な態様で（縫合糸固着）縫合糸アンカーまたは硬組
織に対してそれぞれ固定され、縫合糸の引張りは少なくとも固定プロセスの初期セクショ
ンの間は調節可能であってもよい。しかしながら、発明に従う縫合糸アンカーは、摺動可
能な縫合糸固定を確立するように働いてもよい。縫合糸固着を含む方法は、軟組織を硬組
織に縫合するためのそれ自体公知のノットレス（knotless）手順に特に好適である。さら
に、発明に従う縫合糸アンカーおよび方法は、インサイチュー液化によって生じる所望さ
れない影響から（すなわち、機械的振動による液化の場合は所望されない摩擦および熱の
影響から）縫合糸を保護することができ、したがって摩擦および／または熱に敏感な縫合
糸と関連の使用を可能にする。さらに、アンカーの遠端は、硬組織開口の中での、特に機
械的安定性がほとんどない硬組織の中での縫合糸アンカーの保持を改良するように装備さ
れてもよい。
【０００６】
　掲記された目的は、独立請求項に規定するような縫合糸アンカーおよび方法によって達
成される。
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【課題を解決するための手段】
【０００７】
　発明に従う縫合糸アンカーは、硬組織開口の中の硬組織と接する少なくとも表面部分上
に熱可塑性を有する材料を備えるか、または好ましくはこれはすべてそのような材料から
なり、熱可塑性を有する材料の少なくとも一部はインサイチューで液化され、開口の壁の
硬組織に浸透する。縫合糸の遠端は、たとえば遠位縫合糸溝、縫合糸チャネル、またはハ
トメなどの縫合糸を保持するための縫合糸導管（conduit）、１つよりも多くのそのよう
な導管、またはそのような導管の異なるものの組合せを備える。縫合糸アンカーは、特に
、硬組織の中にアンカーを固定するプロセスの最後の段階でアンカーに対して縫合糸を固
着するように設計され、縫合糸の固着は、硬組織開口の中でアンカーと硬組織との間で縫
合糸をクランプすることによって、または縫合糸導管もしくは複数の縫合糸導管の潰れに
よってこれを制動するもしくはクランプすることによって、達成される。このことは、縫
合糸の固着により、硬組織開口の中に縫合糸アンカーが固定されるもしくはアンカー固定
されて液化プロセス（熱、振動）のおそらくは有害な影響から縫合糸を保護することが可
能になる、および／またはアンカー固定プロセスの間もしくはおそらくはその後ですら縫
合糸の引張りの調節が可能になる固定プロセスに主に依存しないことを意味する。
【０００８】
　さらに、縫合糸アンカーは、好ましくは遠端部分に構造を備えてもよく、この構造は縫
合糸の引張りおよび／または止まり開口の底部に対するアンカー遠端の当接によって広が
るまたは径方向に拡張することができ、広がりまたは拡張は硬組織開口の中でのまたはそ
れを越えての保持を改良する。掲記された広がりは、たとえば、液化プロセスの際にこの
アンカー材料が熱の吸収によって機械的に弱まる結果、遠位のアンカーセクションが強制
的に離間されてそのためにアンカー遠位部分が広がってしまい得ると、張力を加えられた
縫合糸が縫合糸導管に近位のアンカー材料に対してまたはその中に押込まれることによっ
て起こる。さらなる実施形態では、アンカーの部分は圧縮荷重下で潰れることができるよ
うに設計され、これによりたとえば縫合糸の引張りの影響下で径方向に拡張することがで
きる。
【０００９】
　機械的振動エネルギ（特に超音波振動エネルギ）が好ましくはそのために用いられる固
定プロセスについては、発明に従う縫合糸アンカーが硬組織開口の中に押込まれ、同時に
液化されるべき材料の中に液化エネルギが送られる。この目的のため、押圧力および振動
エネルギをアンカーに送出するのに好適な工具が用いられ、工具の遠端は好ましくは縫合
糸アンカーの近位面に装着され、工具の近端は振動源に結合される。この固定プロセスは
縫合糸アンカーの回転をまったく必要とせず、すなわち、縫合糸アンカーは硬組織開口の
中に螺合されず、したがって好ましくはねじのねじ山を備えない。
【００１０】
　振動源は、特に超音波振動源（たとえば、工具が結合される、おそらくはブースタを備
える圧電振動発生器）であり、工具はその近端からその遠位面への振動の送出に好適であ
り、好ましくはこれにより遠位面が最大の長手方向振幅で振動する。インサイチュー液化
のため、工具の遠位面が縫合糸アンカーの近位面に適用される。工具を活性化させて径方
向または回転方向に振動させることも可能である。
【００１１】
　これに代えて、エネルギ源は、好ましくは可視または赤外線周波数範囲のレーザ光を発
するレーザであってもよく、工具は、好ましくはガラスファイバを介してこの光をその遠
端に送出するように具備される。インサイチュー液化のため、レーザ光は、遠位工具面の
近くでまたは縫合糸アンカーの中で吸収される。後者の場合、縫合糸アンカーが備える熱
可塑性を有する材料は、そのような吸収を行なう粒子または物質を含有してもよい。さら
に、エネルギ源は、遠位工具面の近くまたは縫合糸アンカーの中で、たとえば遠位工具部
分で電気抵抗器を加熱するかまたは渦電流を生じさせる電気エネルギ源、およびこれによ
る熱エネルギ源であってもよい。
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【００１２】
　組織の許容可能な熱負荷と組合せた振動エネルギの助けにより、熱可塑性を有し、かつ
なすべき確実な嵌合接続の好適な機械的性質を有する材料の好適なインサイチュー液化は
、熱可塑性を有し、かつ少なくとも０．５ＧＰａの初期弾性率と、好ましくは２から２０
０ｋＨｚの範囲（好ましくは１５から４０ｋＨｚ、またはさらに好ましくは２０から３０
ｋＨｚの間）の振動周波数と組合せた約３５０℃までの溶融温度とを有する材料を用いる
ことによって達成可能である。熱可塑性を有する材料が機械的剛性を失わずに振動を伝達
する場合は、少なくとも０．５ＧＰａの弾性率が特に必要である。
【００１３】
　発明に従う縫合糸アンカーに好適な熱可塑性を有する材料は熱可塑性ポリマーであり、
それらはたとえば、乳酸および／もしくはグリコール酸系ポリマー（ＰＬＡ、ＰＬＬＡ、
ＰＧＡ、ＰＬＧＡなど）、もしくはポリヒドロキシアルカノエート（ＰＨＡ）、ポリカプ
ロラクトン（ＰＣＬ）、多糖類、ポリジオキサン（ＰＤ）、ポリ無水物、ポリペプチド、
もしくは対応の共重合体もしくは掲記されたポリマーを成分として含有する複合材料など
の再吸収可能もしくは分解可能ポリマー、またはポリオレフィン（たとえばポリエチレン
）、ポリアクリレート、ポリメタクリレート、ポリカーボネート、ポリアミド、ポリエス
テル、ポリウレタン、ポリスルホン、ポリアリールケトン、ポリイミド、ポリフェニルス
ルフィド、もしくは液晶ポリマーＬＣＰ、ポリアセタール、ハロゲン化ポリマー、特にハ
ロゲン化ポリオレフィン、ポリフェニレンスルフィド、ポリスルホン、ポリエーテル、も
しくは同等の共重合体もしくは掲記されたポリマーを成分として含有する複合材料などの
再吸収不可能もしくは分解不可能ポリマーである。
【００１４】
　分解可能な材料の具体的な実施形態は、すべてBoehringerの、（たとえば３０％までの
二相リン酸カルシウムで充填された）ＬＲ７０６　ＰＬＤＬＬＡ　７０／３０、Ｒ２０８
　ＰＬＤＬＡ　５０／５０、Ｌ２１０Ｓ、およびＰＬＬＡ１００％Ｌのようなポリ乳酸で
ある。好適な分解可能ポリマー材料の一覧は、Erich Wintermantel und Suk-Woo Haa, "M
edizinaltechnik mit biokompatiblen Materialien und Verfahren", 3. Auflage, Sprin
ger, Berlin 2002（以下、「Wintermantel」と称する）、２００ページに見出すこともで
きる。ＰＧＡおよびＰＬＡの情報については２０２ページ以降を参照。ＰＣＬについては
２０７ページを参照。ＰＨＢ／ＰＨＶ共重合体については２０６ページを参照。ポリジオ
キサノンＰＤＳについては２０９ページを参照。さらなる生体再吸収可能材料の考察は、
たとえば、CA Bailey et al., J Hand Surg ［Br］ 2006 Apr;31(2):208-12に見出すこと
ができる。
【００１５】
　分解不可能な材料の具体的な実施形態は、ポリエーテルケトン（PEEK Optima、グレー
ド４５０および１５０、Invibio Ltd）、ポリエーテルイミド、ポリアミド１２、ポリア
ミド１１、ポリアミド６、ポリアミド６６、ポリカーボネート、ポリメチルメタクリレー
ト、ポリオキシメチレン、またはポリカーボネート－ウレタン（たとえば、ＤＳＭによる
Bionate、特にタイプ６５Ｄおよび７５Ｄ）である。ポリマーおよび用途の概略の表がWin
termantelの１５０ページに列挙されている。具体例は、Wintermantelの１６１ページ以
降（ＰＥ、Hostalen Gur 812, Hoechst AG）、１６４ページ以降（ＰＥＴ）、１６９以降
（ＰＡ、すなわちＰＡ６およびＰＡ６６）、１７１以降（ＰＴＦＥ）、１７３以降（ＰＭ
ＭＡ）、１８０（ＰＵＲ、表を参照）、１８６以降（ＰＥＥＫ）、１８９以降（ＰＳＵ）
、１９１以降（ＰＯＭ－ポリアセタール、商品名Delrin、TenacもProtecによる内蔵式プ
ロテーゼ（endoprostheses）で用いられている）に見出すことができる。
【００１６】
　熱可塑性を有する材料は、さらなる機能を果たす異相（foreign phases）または化合物
をさらに含有してもよい。特に、熱可塑性材料は、（たとえばリン酸カルシウムセラミッ
クまたはガラスからなる）添加されるファイバまたはウィスカによって強化されてもよく
、そのようなものは複合材料の代表である。熱可塑性を有する材料は、インサイチューで
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拡張するまたは溶解する（細孔を作製する）成分（たとえばポリエステル、多糖類、ヒド
ロゲル、リン酸ナトリウム）、インプラントを不透明にし、これによりＸ線で見えるよう
にする化合物、またはインサイチューで放出されて、たとえば治癒および再生の促進など
の治療効果を有する化合物（たとえば、成長因子、抗生物質、炎症抑制剤、または酸分解
という悪影響に対するリン酸ナトリウムまたは炭酸カルシウムなどのバッファ）をさらに
含有してもよい。熱可塑性材料が再吸収可能である場合、そのような化合物の放出は遅延
される。装置が振動エネルギの助けによってではなく電磁放射の助けによってアンカー固
定される場合は、熱可塑性を有する液化可能材料は、特定的な周波数範囲（特に可視また
は赤外線周波数範囲の）そのような放射を吸収することができる（粒子状または分子状の
）化合物を局所的に含有してもよい。それらはたとえば、リン酸カルシウム、炭酸カルシ
ウム、リン酸ナトリウム、酸化チタン、マイカ、飽和脂肪酸、多糖類、グルコース、また
はその混合物である。
【００１７】
　用いられる充填剤は、分解可能ポリマーで用いるべき分解可能骨刺激充填剤を含んでも
よく、これらは、β－リン酸三カルシウム（ＴＣＰ）、ヒドロキシアパタイト（ＨＡ、＜
９０％の結晶性）；またはＴＣＰ、ＨＡ、ＤＨＣＰ、バイオグラスの混合物を含む（Wint
ermantelを参照）。分解不可能なポリマーのための、部分的にしか分解可能でないまたは
ほとんど分解可能でないオッセオインテグレーション刺激充填剤は、バイオグラス、ヒド
ロキシアパタイト（＞９０％の結晶性）、ＨＡＰＥＸ（登録商標）である。SM Rea et al
., J Mater Sci Mater Med. 2004 Sept; 15(9):997-1005を参照。ヒドロキシアパタイト
については、L. Fang et al., Biomaterials 2006 Jul; 27(20):3701-7、M. Huang et al
., J Mater Sci Mater Med 2003 Jul;14(7):655-60、およびW. Bonfield and E. Tanner,
 Materials World 1997 Jan; 5 no. 1 :18-20も参照。生物に作用する充填剤の実施形態
およびそれらの考察は、たとえば、X. Huang and X. Miao, J Biomater App. 2007 Apr; 
21(4):351-74), JA Juhasz et al. Biomaterials, 2004 Mar; 25(6):949-55に見出すこと
ができる。粒子状の充填剤の種類は、粗い種類：５－２０μｍ（含有量、優先的には１０
－２５体積％）、サブミクロン（優先的には板状のアスペクト比＞１０、１０－５０ｎｍ
、含有量０．５から５体積％の沈殿物からのようなナノ充填剤）を含む。実験は、超音波
振動エネルギの助けによる液化により液化された材料がたとえば有望な海綿骨の小柱構造
としての構造に浸透することができる能力を損なわずに比較的高度に熱可塑性ポリマーが
充填可能になることを示す。
【００１８】
　発明に従う縫合糸アンカーは、熱可塑性を有する材料に加えて、熱可塑性を有しないま
たは固定プロセス条件下でのインサイチュー液化に好適でない熱可塑性を有する材料（液
化不可能材料）からなる部分（たとえばコア）も備えてもよい。そのような部分は、生体
再吸収可能または生体再吸収不可能であり得る任意の好適な材料（たとえば、ポリマー、
金属、セラミック、ガラス）からなってもよい。生体再吸収不可能または生体分解不可能
なそのような部分は、オッセオインテグレーションを進めるように装備される表面（たと
えばそれ自体公知の表面構造または被覆）を備えてもよく、その場合、骨組織と接すると
、特に熱可塑性を有する材料が生体再吸収可能または生体分解可能であるならば、オッセ
オインテグレーションによってアンカー固定機能が徐々に引継がれる必要がある。生体再
吸収可能な好適な液化不可能材料は、たとえば、ヒドロキシアパタイトまたはリン酸カル
シウムで充填されたポリ乳酸（ＰＬＡ）、特に６０％のリン酸三カルシウムで充填された
ＰＬＬＡである。
【００１９】
　振動工具は、長さ約２００ｍｍ以上すらに非常に細く設計することができる。したがっ
て、発明に従う縫合糸アンカーおよび方法は、特に侵襲が最小限の外科手術に好適である
が、観血手術にも適用可能である。振動工具は好ましくは、工具材料の振動波長の半分に
対応する長さ、または整数の因数で乗算されたこの半分の波長の長さを有する。たとえば
、グレード５のチタンから作られる工具および２０ｋＨｚの振動周波数についての理論的



(9) JP 2013-537818 A 2013.10.7

10

20

30

40

50

半波長は１２６．５ｍｍであり、２５ｋＨｚの振動周波数については１０１．２ｍｍであ
る。
【００２０】
　上述のような発明に従う装置および方法は、ヒトまたは動物の患者における実質的にす
べての外科手順に特に適用可能であり、その外科手順において、縫合糸は硬組織に装着さ
れ、これに対して固着される必要がある。実施形態のうちいくつかは、機械的強度がほと
んどない硬組織において特に有利である。同様に、発明に従う縫合糸アンカーおよび方法
は、縫合糸を、硬組織の特徴に匹敵する特徴を有する置換材料にまたは一部が硬組織で一
部が置換用の材料にもしくはさらなるインプラント（たとえば内蔵式プロテーゼ）に装着
するのに適用可能であり、インプラントはたとえばアンダーカット開口（undercut openi
ng）を好適に具備する必要がある。
【００２１】
　そのような適用例の例は、いわゆるノットレス単列手順（knot-less single row proce
dure）での骨組織への軟組織（特に靭帯、腱、軟骨組織）の固定、たとえば下にある骨組
織（または対応の内蔵式プロテーゼ）への回旋腱板の固定、アキレス腱修復、寛骨臼もし
くは肩関節臼への寛骨臼唇の再装着、またはいわゆる二列手順（double row procedure）
（図１を参照）における横方向アンカーとしてである。後者の場合、内側列の（縫合糸固
着なしの）アンカーの固定のためにも同じ固定プロセスを用いることが有利である。その
ような内側アンカーを固定するための好ましい装置および方法は、たとえば、同じ優先権
を主張する同時係属中の出願に開示されている。しかしながら、発明に従う縫合糸アンカ
ーおよび方法は、（たとえば二列手順における内側アンカーのための）硬組織への縫合糸
の摺動可能な装着のためにも用いられてもよい。
【００２２】
　発明に従うアンカーおよび方法のさらなる例示的な適用例は、たとえばヒトの肩関節に
関するもの：バンカート修復術もしくはＳＬＡＰ損傷（上方関節唇）の修復、ヒトの手に
関するもの：「スキーヤー母指」（急性症状）もしくは「ゲームキーパー母指」（慢性症
状）の治療としてのＵＣＬ修復（肘関節の内側側副靭帯）、ＳＬ再建（舟状月状靭帯）、
ＴＦＣＣ修復（三角線維軟骨複合体）、または中手指節関節のカプセル式再装着、ヒトの
肘に関するもの：肘関節の内側側副靭帯再建（トミージョン手術）、ヒトの足に関するも
の：ブロムストローム修復、腓骨支帯修復もしくは外反母趾再建、ならびにヒトの膝に関
するもの：腸脛靭帯腱固定である。一般的に述べると、発明に従う縫合糸アンカーおよび
方法は、ヒトの手および手首（指節間、中指節（metaphalangeal）、および中手指節関節
の靭帯と手根靭帯）ならびにヒトの足および足首の関節の靭帯に関する修復外科手術にお
いて特に有利に適用可能である。
【００２３】
　発明に従う縫合糸アンカーおよび方法を添付の図と関連してさらに詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】回旋腱板修復の例を用いる、それ自体公知の二列手順の４つの連続段階を図示し
、この手順では、発明に従うアンカーは好ましくは横列アンカー、しかしおそらくは内側
列アンカーも構成する、図である。
【図２】硬組織と縫合糸アンカーとの間の縫合糸を固着するのに好適である、発明に従う
縫合糸アンカーの例示的な実施形態を示す図である。
【図３】縫合糸アンカーは縫合糸導管を潰すことによって縫合糸を固着するのに好適であ
る、発明に従う縫合糸アンカーのさらなる例示的な実施形態を示す図である。
【図４】図２および図３に示される縫合糸アンカーに適用可能なさらなるおよび代替的な
特徴を示す図である。
【図５】図２および図３に示される縫合糸アンカーに適用可能なさらなるおよび代替的な
特徴を示す図である。
【図６】図２および図３に示される縫合糸アンカーに適用可能なさらなるおよび代替的な
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特徴を示す図である。
【図７】図６に従う縫合糸アンカーの固定に好適な例示的な振動工具の遠端を詳細に示す
図である。
【図８】たとえば機械的安定性がほとんどない硬組織における固定に好適な、発明に従う
縫合糸アンカーのための遠端のさらなる例示的な実施形態を示す図である。
【図９】たとえば機械的安定性がほとんどない硬組織における固定に好適な、発明に従う
縫合糸アンカーのための遠端のさらなる例示的な実施形態を示す図である。
【図１０】たとえば機械的安定性がほとんどない硬組織における固定に好適な、発明に従
う縫合糸アンカーのための遠端のさらなる例示的な実施形態を示す図である。
【図１１】たとえば機械的安定性がほとんどない硬組織における固定に好適な、発明に従
う縫合糸アンカーのための遠端のさらなる例示的な実施形態を示す図である。
【図１２】たとえば機械的安定性がほとんどない硬組織における固定に好適な、発明に従
う縫合糸アンカーのための遠端のさらなる例示的な実施形態を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　好ましい実施形態の説明
　図１は、４つの連続段階（ａ）、（ｂ）、（ｃ）、および（ｄ）で、上腕骨組織１１（
または対応の内蔵式プロテーゼ）に断裂した回旋腱板の腱１０を再装着する例を用いて、
硬組織に軟組織を縫合するためのそれ自体公知の二列手順を図示する。段階（ａ）は、修
復手術の前であり、再装着が必要な場所１２を示す。段階（ｂ）では、腱１０の下に最終
的に位置する場所の骨組織の中に２つの内側アンカー１３がアンカー固定され、内側アン
カー１３の各々１つは摺動可能な態様で少なくとも１つの縫合糸４を骨組織に装着してい
る。段階（ｃ）では、内側アンカーのうち１つに装着された各々の縫合糸の端セクション
を断裂した腱１０に通し、腱の端（図示せず）から離間するように縫合糸に張力を加える
ことによって縫合糸は内側アンカー１３の上を引張られる。段階（ｄ）では、２つの横方
向アンカー１４が断裂の端縁をちょうど越えたところの骨組織中にアンカー固定される。
横方向アンカー１４の列は内側アンカー１３の列にほぼ平行に走り、縫合糸４の端セクシ
ョンは交差する態様で横方向アンカー１４の助けにより張力を加えられかつ固着され、こ
れにより１つの内側アンカー１３によって保持される２つの縫合糸端セクションが２つの
異なる横方向アンカー１４によって固着され、このように内側アンカー１３の列と横方向
アンカー１４の列との間に交差した縫合糸のブリッジ１５を形成する。この中で、アンカ
ーの各々の列は２つまたは２つよりも多くのアンカーを備えてもよく、各々の内側アンカ
ー１３は少なくとも１つの縫合糸４（２つの縫合糸端部分）を装着するように用いられ、
各々の横方向アンカー１４は、２つの異なる内側アンカー１３から発する少なくとも２つ
の縫合糸端部分での固着のために用いられる。
【００２６】
　以上で既にさらに言及したように、発明に従う縫合糸アンカーおよび方法は、横方向列
において特に有利に適用可能であるが、対応して適合されると内側列においても適用可能
である。
【００２７】
　図２および図３は、発明に従う縫合糸アンカーの例示的な実施形態を図示する。これら
の縫合糸アンカー２は熱可塑性を有する材料（液化可能材料）を備えるか、またはそれら
は好ましくはそのような材料から作られ、それらは、熱可塑性を有する材料の少なくとも
一部のインサイチュー液化によりかつ液化された材料が硬組織の中に流れるようにして、
再固化した際にアンカーと硬組織との間で確実な嵌合接続を構成することによって硬組織
開口の中にアンカー固定される。発明に従うアンカーの基礎となっているアンカー固定方
法は、たとえば刊行物ＵＳ－７３３５２０５号に開示されており、その開示はその全体が
ここに包含される。この方法に従うと、アンカーの近位面は、アンカーの中にエネルギを
送出する工具、特に振動エネルギを送出する振動工具と接する。同時に、アンカーは、開
口の中に固定されるべきアンカー部分の断面よりもわずかに断面が小さな硬組織開口の中
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に押込まれ、これにより熱可塑性を有する材料を備えるアンカー部分は硬組織と密接し、
振動エネルギを用いる場合は、振動エネルギをインサイチュー液化のための摩擦熱に変換
するのに必要な対抗要素としても働く。
【００２８】
　さらに、図２および図３に従う縫合糸アンカーは、縫合糸アンカーが硬組織開口に対し
て位置決めされてその中に固定された際に縫合糸が保持される少なくとも１つの遠位縫合
糸導管（たとえば遠位溝、チャネル、またはハトメ）と、縫合糸アンカーと硬組織開口の
壁との間で縫合糸をクランプすることにより（図２）、または縫合糸導管を潰し、そうし
て導管を通された縫合糸を制動もしくはクランプすることにより（図３）、固定されたア
ンカーまたは硬組織に対してそれぞれ縫合糸を固着するための構造とを備える。
【００２９】
　図２に示されるような縫合糸アンカー２は、ピン部分２０と、有利にはヘッド部分２１
とを備え、これは、ヘッド部分２１の中の凹部（図示せず）に達する工具突出部の間のた
とえば圧入接続により工具１に装着されて示される。少なくともピン部分２０は、少なく
とも、その横方向表面の部分に、熱可塑性を有する材料と、有利には図示されるように、
たとえばピン長さの一部にわたって延在しかつそのような部分の長さに隣接する際に互い
に対してオフセットされる軸方向端縁の形態のエネルギ導波器（director）とを備える（
ピン部分は、たとえば、図示されるように、ずれた多角形状のディスクの積層体の形態を
有する）。ヘッド部分２１は熱可塑性を有する材料も備えてもよく、硬組織の中にアンカ
ー固定されてもよく、この場合、アンカー２のために設けられた硬組織開口は、ピン部分
２０の収容のためのより狭い内側部分とヘッド部分２１の収容のためのより大きな外側部
分とを含む段差のある形態を有する必要があろう。これに代えて、ヘッド部分の遠位面は
、ピン部分のために設けられた開口の口の付近で硬組織の表面の中にアンカー固定されて
もよい。
【００３０】
　ピン部分２０は、ピン遠位面を横切ってかつ対向するピンの２つの側に沿って軸方向に
走る縫合糸溝２２を備え、縫合糸溝２２は、下が切取られた少なくとも１つの部分を備え
、当該アンダーカット溝部分２３は、たとえば図示されるようにピン遠位面上に位置する
（縫合糸導管）。好ましくは、縫合糸溝２２の全体的な断面はアンカーの助けによって固
着される縫合糸または複数の縫合糸に適合されるため、溝に沿って走る縫合糸は溝から突
出しない。すなわち、ピン部分２０が振動している間、そのために設けられた硬組織開口
の中に押込まれる際に硬組織と接触しない。この手段は、そのような固定のために振動エ
ネルギを用いる場合は特に、アンカーの固定の際の摩擦および／または熱に敏感な縫合糸
が損傷しないように働く。そのような敏感さがない縫合糸を用いる場合は、縫合糸も縫合
糸溝から突出してもよく、これにより硬組織開口の壁と擦れ合い、そのような摩擦は縫合
糸アンカーに対する縫合糸の少なくとも一次的な安定を助け得る。
【００３１】
　縫合糸溝２２のアンダーカット部分２３は、アンカーの助けによって固着すべき縫合糸
を、溝の入口を弾性変形させることによってアンダーカット溝の中に入れられるように、
かつ溝の長さに対して垂直方向に作用する力がアンダーカット溝部２３から縫合糸を引張
らない場合に縫合糸がアンダーカット溝部分２３の中に安全に保持されるように寸法決め
される。
【００３２】
　縫合糸溝２２はヘッド部分２１の両側で連続するが、ピンとヘッド部分との間の遷移部
で中断部２４を備える。すなわち、これは、ヘッド部分２１からの距離が小さくなるにつ
れて減少するピン部分２０の近端の深さと、ピンとヘッド部分との間の遷移部のゼロ深さ
部分（または関連して深さを減少させた部分）と、ピン部分２０からの距離が増すにつれ
て大きくなるヘッド部分２１の遠位側の深さとを有する。この手段は、硬組織とこれを固
着するための植込みアンカーとの間で縫合糸をクランプするように働く。
【００３３】
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　ヘッド部分２１は工具１の遠端よりも断面が大きいため、アンカー２がこの工具の遠端
に装着されると、ヘッドの近位面は、縫合糸溝がこの近位ヘッド面に達する少なくともそ
れらの２つの側で工具の遠位面を越えて突出する。図示されるように、工具の遠端の断面
は丸くてもよく、ヘッド部分の断面は、工具の直径と同じ小さい方の直径と縫合糸溝の口
同士の間にわたる大きい方の直径とを有する楕円形である。この手段は、摩擦および／ま
たは熱に敏感な縫合糸が工具１、特に工具遠位面の端縁と接触しないようにするように働
く。これは、工具が振動工具であり、縫合糸が摩擦および／または熱に敏感な種類のもの
である場合に特に有利である。
【００３４】
　図２に図示されるようなアンカー２を用いて硬組織に対して縫合糸を固定するために硬
組織開口が設けられ、硬組織開口の少なくとも内側部分の断面はアンカー２のピン部分２
０に適合され、これにより断面が最も小さいピン部分２０の遠端は開口の中に容易に嵌合
するが、ピン部分２０の残余は押込み力を用いてしか開口の中に導入することができない
。（好ましくは振動源である）エネルギ源に結合される工具に装着されるアンカーのピン
部分２０は、開口の口の中に位置決めされ、アンカーによって固定すべき縫合糸は縫合糸
溝２２に沿って走り、アンカーの両側の硬組織開口から延在する。次に押込み力が工具を
介して縫合糸アンカーに加えられ、所望の縫合糸引張りが確立され、エネルギ源が活性化
される（工具およびアンカーが振動される）。開口の硬組織の壁と密接している場合、熱
可塑性を有する材料は液化されて硬組織の中に浸透する。同時に、アンカーは開口の中に
さらに押込まれ、ヘッド部分２１が硬組織の表面にまたは硬組織開口中の段差に当接する
と、最終的にアンカー固定される。記載のアンカー固定プロセスの正に終わりにのみ、縫
合糸は硬組織開口の口の領域の中の硬組織または開口の中の段差とピン部分２０からヘッ
ド部分２１への遷移部の縫合糸アンカーとの間にクランプされる。この遷移場所はそのと
きにのみ硬組織に到達する。このことは、縫合糸が縫合糸溝に対応して適合されていれば
、固定工程の初期部分の間はアンカーに対して（おそらくは縫合糸と硬組織開口の内側の
組織との間の何らかの摩擦に対して）摺動可能なままであり、したがって縫合糸の引張り
は、アンカーがその最終的な固定位置に非常に近づくときまで依然として適合可能である
かまたは維持可能であることを意味する。
【００３５】
　図２に図示されるような縫合糸アンカーのさらなる実施形態は、たとえばヘッド部分を
備えなくてもよく、異なる種類のエネルギ導波器を備えてもよく、もしくはエネルギ導波
器を全く備えなくてもよく、および／または熱可塑性を有する材料から作られていないが
、縫合糸溝２２およびピンの遠端をおそらくは除いてピン部分の少なくとも上に当該材料
のスリーブまたは当該材料で被覆されるスリーブを備えるコアを備えてもよい。
【００３６】
　摩擦にも熱にも敏感でなく、後の引張り調節の可能性がない縫合糸を固着するために用
いられる場合、縫合糸溝はピンセクション２０の遠位面にのみ存在してもよく（アンカー
長さ全体に沿って延在するゼロ深さ縫合糸溝部分）、この場合これは下が切取られてもよ
く、または摩擦によって縫合糸を保持するために寸法決めされた断面を有してもよい。同
じ効果は、図２に示すような縫合糸アンカーと、（おそらくはゼロ深さ部分を全く有しな
い）縫合糸溝２２の断面よりも断面が大きく、溝から突出する縫合糸とによって達成可能
である。図２に従う縫合糸アンカーまたは同様の縫合糸アンカーを用いて硬組織への縫合
糸の摺動可能な装着を達成するためには、ゼロ深さ溝部分の小さくされた深さよりも小さ
な直径の縫合糸を用いるか、またはゼロ深さ溝部分が開口から突出するかもしくは縫合糸
をクランプせずにゼロ深さ溝部分を収容するように開口により断面が大きい口を設けるよ
うにだけして、アンカーを硬組織開口の中に導入する。
【００３７】
　さらに、ヘッド部分２１は、その遠位面の中に対応する凹部を有する工具１へのアンカ
ー２の装着に好適な突出部を備えてもよい。さらに、図２に従う縫合糸アンカー、特にた
とえば金属のコアを備える実施形態は、予めその中に開口を設けることまたは皮質骨を通
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してのみそのような開口を設けることの必要性なく、少なくとも海綿骨の中に押込まれ得
るための先細のまたは尖らせた遠端を備えてもよい。骨組織の中への縫合糸アンカー２の
押込みは好ましくは、アンカー固定工程のために用いるのと同じ工具を用いて、しかし液
化のためのエネルギを縫合糸アンカーに送出せずに行なわれる。
【００３８】
　図３に図示されるようなアンカーは、縫合糸固着のために設けられる、この場合は縫合
糸を保持するために装備されるアンカー遠端に位置する手段に主に関して、図２に図示さ
れるようなアンカーとは異なっている。この遠端はアンカーの残余よりも断面が小さく、
２つのハトメ２５（縫合糸導管）を備え、これは弾性変形可能であるか、または硬組織の
中へのその固定のためのアンカーの中に送出されるエネルギの影響下で弾性変形可能とな
り、これにより縫合糸の引張りによって生じるおよび／または硬組織の止まり開口の底部
壁に対する当接による圧縮荷重がこれを潰すことができる材料からなる（潰れることがで
きる縫合糸導管）。アンカー２の助けにより固定されかつ固着される縫合糸４は２つのハ
トメ７５を通され、図２と関連して以上でさらに説明したが図３には示さないようなたと
えば縫合糸溝の中でアンカーの長さに沿って走る。
【００３９】
　図３に図示するようなアンカー２は、図２と関連して以上で論じたような硬組織開口５
の中に固定され、２つのハトメ２５を備えるピンの遠端は、アンカーに対して張力を加え
られる縫合糸によっておよび／またはアンカー２のために設けられた開口５の底部上の硬
組織に対してこれを押すことによって潰れ、そのような潰れにより、縫合糸４は、２つの
ハトメ２５の間のその曲げ半径が小さくされ、これにより縫合糸がそれ以上それを通って
摺動できないようにする縫合糸の制動の増大により、および／または縫合糸４がクランプ
されるようにするハトメ２５の断面の縮小により、固着される。そのような場合、上述の
ような縫合糸溝のゼロ深さ部分は縫合糸をしっかりと固着するためには不要であり、この
ことは、この後者の場合に、縫合糸４と開口５内の硬組織との間に接触が全くなくてもよ
いことを意味する。
【００４０】
　図３は、非常に概略的な態様で、固定および固着プロセスの間の３つの連続段階（ａ）
、（ｂ）、および（ｃ）でのアンカー２を示す。段階（ａ）では、工具１の遠端に装着さ
れているアンカー２は硬組織開口５の口の中に位置決めされ、縫合糸４は２つのハトメ２
５を通り、アンカー２の一方側の開口５から出て任意の好適な手段で保持されるように走
る。段階（ｂ）では、工具１は図示しないエネルギ源によって活性化され、アンカー２は
開口５の中にさらに押込まれる一方で、縫合糸４は張力を加えられたままであるかまたは
縫合糸の引張りがおそらくは縫合糸と硬組織開口の中の組織との間の摩擦に対して増大さ
れる。段階（ｃ）では、アンカー２の固定および縫合糸４の固着が完成し、硬組織開口５
の底部に当接し、かつ２つのハトメ２５を備えるアンカー２の遠端は潰れて縫合糸を制動
するおよび／またはクランプする。アンカー固定プロセスの間の縫合糸導管が潰れる瞬間
は、この目的のために十分に高い必要がある縫合糸引張りによっておよび／または硬組織
開口５の深さによって決まる。ハトメ２５の潰れの瞬間まで、縫合糸４は図２に関連して
以上で論じたのと同じようにアンカーに対して摺動可能なままであってもよい。
【００４１】
　図３に従う縫合糸アンカーを用いて摺動可能な縫合糸装着を与えるためには、縫合糸引
張りは十分に低く保たれるべきである、および／または硬組織開口は十分に深い必要があ
る。
【００４２】
　図２に従う縫合糸アンカーのさらなる実施形態について以上列挙した特徴は、対応して
適合されると、図３に従う縫合糸アンカーにも適用可能である。さらに、図２および図３
に従う縫合糸アンカーの特徴を組合せることもでき、その結果、たとえば縫合糸を保持す
るための遠位チャネルもしくはハトメを備える、もしくは潰れることができる任意の遠位
縫合糸導管を備える図２の縫合糸アンカー、または下が切取られてもよい潰れることがで
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きる遠位溝を備える、もしくは近位ゼロ深さ部分を有するもしくは有しない軸方向縫合糸
溝を備える図３の縫合糸アンカーなどのさらなる実施形態が生じる。
【００４３】
　図４から図６は、発明に従う縫合糸アンカーおよび方法のさらなる例示的な実施形態を
図示し、これらの実施形態のうちいくつかは図２および図３に従う縫合糸アンカーの可能
な変形として既に以上でさらに言及されている。
【００４４】
　図４は図２に示すようなアンカーとかなり同様の縫合糸アンカー２を示すが、これ以外
に、ピン部分２０のみを備え（ヘッド部分なし）、１つの縫合糸の収容のための１つの縫
合糸溝の代わりに、２つの（またはおそらくは２つよりも多くの）縫合糸の収容のための
２つの（またはおそらくは２つよりも多くの）縫合糸溝２２および２２′を備え、２つの
縫合糸溝は遠位アンカー面を横切って交差するように延在し（縫合糸導管）、その場合そ
れらはおそらくは下が切取られ、好ましくは図示されるように互いから等間隔を空けられ
、近位アンカー面から離れたところで終端する周方向ピン部分表面に沿って軸方向に連続
する（ゼロ深さ溝部分２４）。
【００４５】
　図４に図示するのと同じ態様で、図３に従う縫合糸アンカーも、互いに対して角度を付
けて配置される２つまたは２つよりも多くの遠位縫合糸導管（ハトメ）および導管の口か
ら近位方向に延在するおそらくは軸方向の縫合糸溝を備えることにより、１つよりも多く
の縫合糸をアンカー固定するように装備されてもよい。
【００４６】
　図５は、図２および図４に従う縫合糸アンカーと同様であるが、２つの溝レベルを構成
するアンダーカット遠位溝部分２３（縫合糸導管）を有する縫合糸溝２２を備え、内側レ
ベルの溝２３．１は外側レベルの溝２３．２よりも小さな断面および特により狭い口を備
え、これによりより細い縫合糸が内側溝２３．１の中に入り、かつその中に安全に保持さ
れ、おそらくは内側溝２３．１に入ることができないより太い縫合糸は外側溝２３．２の
中に安全に保持される縫合糸アンカー２を示す。図５に従う縫合糸アンカーは、たとえば
、０から３－０の番手の縫合糸を弾性的に保持することができ、より太い縫合糸（たとえ
ばサイズ０）を外側溝２３．２の中に保持し、より細い縫合糸（たとえば３－０）を内側
溝２３．１の中に保持する。このことは、図５に従うアンカーがかなり異なる番手につい
て同じように適用可能であることを意味する。
【００４７】
　図６は、発明に従う縫合糸アンカーの助けにより、アンカー固定プロセスにおいて発生
する振動または熱によって生じるおそらくは有害な影響から硬組織の中に固定されかつお
そらくは固着されるべき縫合糸を保護するためのさらなる手段を図示する。これらのさら
なる手段は、図２に示すようにアンカーを植込むために用いられる工具よりも断面が大き
いヘッド部分との均等物である。図２に従うもの以外に、本場合には、保護手段は、硬組
織開口の中に縫合糸アンカーを固定するために用いられ、縫合糸アンカー２の縫合糸溝２
２の近端と整列するように配置される横方向溝２６を少なくとも遠端部分上に備える工具
１上に配置される。図２に図示する突出するアンカーヘッド部分と同じく、工具１のこれ
らの横方向溝２６は、縫合糸が工具の遠位面の端縁と接しないようにし、これは摩擦およ
び／または熱に敏感な縫合糸および振動工具については特に重要である。図４および図５
に図示するようにゼロ深さ溝部分が近位アンカー面に隣接し、かつ工具が近位アンカー面
に適合されるかまたはわずかにより小さい遠位面を備える場合は、そのような手段には何
ら利点がない。
【００４８】
　図７は、以上で論じたような横方向溝２６を備え、かつたとえば矩形または楕円形の細
長い断面を有する突出部２７をさらに備える工具１の遠位面を示す。近位アンカー面中の
対応して形作られた窪みと協働して、工具の遠端への縫合糸アンカーの装着は自動的に、
縫合糸溝２２と横方向溝２６との適切な整列という結果をもたらす。遠位工具面上の断面
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が細長い突出部および近位アンカー面中の対応する窪みの代わりに、たとえば断面が円形
の２つの突出部と近位アンカー面中の２つの対応するボアを設けることができる。これは
、近位アンカー面上に設けられている突出部および遠位工具面の窪みによって達成される
ことが明らかである。
【００４９】
　図８から図１１は、発明に従う縫合糸アンカーの例示的な実施形態の遠端を図示し、こ
れらの実施形態は、図２から図６に示されるようなアンカー遠端の代替物を構成する。図
８から図１１に従う縫合糸アンカーの実施形態は、図２から図６に従う縫合糸アンカー実
施形態と同じ態様で、遠位アンカー面を横切るアンカー軸に対して角度付けられてまたは
アンカー遠端部分を通って延在する遠位縫合糸導管（溝、チャネル、またはハトメ）を備
える。少なくともその周方向表面の領域に熱可塑性を有する材料を備えるアンカーは、硬
組織開口の断面よりもわずかに断面が大きいことにより、かつ硬組織開口の中に押込まれ
、好ましくはたとえば超音波振動発生器に結合されている振動工具を近位アンカー面に適
用することによって同時に振動されることにより、硬組織開口の中に固定される。熱可塑
性を有する材料は、振動する縫合糸アンカーと縫合糸アンカーのために設けられる開口の
壁の硬組織との間の界面で液化してこの硬組織に浸透し、再固化する際に縫合糸アンカー
と硬組織との間で確実な嵌合接続を形成する。
【００５０】
　図８から図１１に従う縫合糸アンカーを用いて、熱可塑性を有する材料および（以前の
図と関連して論じたような固定またはアンカー固定と同様の）振動エネルギの助けによっ
て確立される固定またはアンカー固定は、固定プロセスの際に振動工具の押圧力に対抗し
て張力を加えられ、かつこれにより縫合糸導管に近位のアンカー部分の中にもしくはそれ
に対して押込まれる縫合糸によって生じる遠位アンカーセクションの離間もしくはアンカ
ー部分の拡張により、および／またはアンカーが押込まれる硬組織の止まり開口の底部に
対する縫合糸遠端の押圧により、改良される。好ましくは、この効果は、このアンカー部
分のために、液化エネルギの印加の際に軟化し、これにより弱まる材料を設けること、お
よび／またはこのアンカー部分を他のアンカー部分よりも機械的に弱く設計することによ
ってさらに改良される。そのような広げまたは拡張は、熱可塑性を有し、かつ開口の壁の
硬組織の中に浸透する材料によって構成される縫合糸アンカーの保持を改良し、これは、
この硬組織がたとえば、皮質骨層の下に位置決めされる機械的強さがほとんどない海綿骨
である場合に特に有利である。広げられたアンカーセクションまたは拡張されたアンカー
部分は、（骨板または皮質骨層のアクセス不可能な側の）硬組織開口を越えて位置するこ
とも可能であり、開口よりも断面が大きいことにより、開口の中にアンカーを保持するの
を助ける。後者の場合は、広げおよび拡張は縫合糸の引張りによってのみ達成可能である
ことが明らかである。
【００５１】
　図８から図１０は、（下が切取られたまたは切取られていない）縫合糸溝２２の遠位部
分のいずれかの側の遠位アンカーセクション２．１および２．２を備える縫合糸アンカー
２の遠端の例示的な実施形態を示し、遠位アンカーセクションは押し広げられ、これによ
り硬組織開口の壁に対して押圧され、こうしてアンカー固定プロセスの間またはおそらく
はその前にこれらの壁の組織を圧縮することによって付加的な圧入または確実な嵌合を発
生する。遠位アンカーセクション２．１および２．２は、（外部縫合糸引張りによりまた
は硬組織開口の中へのアンカーの前進の間の縫合糸と開口の壁との間の摩擦により）近位
方向に引張られ、かつ対応するアンカー設計および／または液化プロセスのためにアンカ
ーの中に送出されるエネルギの軟化効果によっておそらくは補助されて溝底部の中に押込
まれる遠位溝２２を通って走る縫合糸によって押し広げらる。
【００５２】
　図８から図１０は、アンカー軸に対してある角度で（好ましくは直角に）延在し、かつ
遠位アンカー部分を２つの遠位セクション２．１および２．２に分離する縫合糸溝２２を
備える縫合糸アンカー２の遠端部分を通る非常に概略的な軸方向断面図である。図の左側
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では、張力が掛かって（近位方向に引張られて）いないまたは遠位アンカー部分を変形で
きる程には張力を加えられていない縫合糸４が縫合糸溝２２の中に保持され、図の右側で
は、縫合糸４に張力が加えられ、縫合糸４が近位方向に動かされて、これにより遠位アン
カーセクション２．１および２．２を押し広げるまたは広げる。
【００５３】
　図８は１対の横断方向ボア３６をさらに示し、これは、遠位縫合糸溝２２と平行な向き
にされ、対応のアンカー部分を弱めるために溝の底部の下に位置し、これにより引張り下
にある、かつ液化プロセスのためにその中に転送されるエネルギによってさらに弱められ
たアンカー材料をおそらくは有する縫合糸が溝の底部の縫合糸材料の中に引張られ、これ
により図８の右側に示されるように横方向の縫合糸セクションを離間するように広げるこ
とができる。
【００５４】
　図９は、アンダーカット遠位縫合糸溝２２と、縫合糸の下の縫合糸溝の中に位置し、た
とえば楔形状を有する付加的なスプレッダ要素３７とを示す。好ましくはより固い材料か
らまたは縫合糸アンカー２よりも溶融もしくは軟化温度が高い材料からなるスプレッダ要
素３７は、張力を加えられた縫合糸によって縫合糸溝２２の底部に対して押圧されると、
アンカー材料の中に切込むことができる。
【００５５】
　図１０は、遠位縫合糸溝２２と、溝を通って走る縫合糸４とを示す。縫合糸溝２２およ
び縫合糸４はスプレッダ要素３７に向けてある角度で（好ましくは直角に）延在し、スプ
レッダ要素３７のためにさらなる溝３７．１が設けられる。２つの溝２２および３７．１
は遠位アンカー部分を４つのセクションに分離し、スプレッダ溝３７．１の一方側の２つ
のセクションは、張力が掛かった縫合糸によりスプレッダ溝３７．１の底部の中に押込ま
れるスプレッダ要素３７によってスプレッダ溝の他方側の２つのセクションから強制的に
離間され、さらに、張力が掛かった縫合糸が縫合糸溝２２の底部の中に押込まれた場合も
、縫合糸溝２２の一方側の２つのセクションが縫合糸溝の他方側の２つのセクションから
強制的に離間されてもよい。
【００５６】
　図１１は、縫合糸引張りによりおよび／または硬組織開口の底部に対して押圧されるア
ンカー遠端により生じるアンカー部分の潰れによるさらなる拡張を図示する。アンカー２
は、ここでも遠位縫合糸溝２２と、縫合糸溝２２に対して角度付けられた方向にアンカー
２を通って延在する少なくとも１つ（たとえば２つ）の横断方向ボア３６とを備える。図
１８および図１９と関連して論じるような遠位アンカー部分の一種の穴開けとして働くこ
とができない横断方向ボア３６は、振動の吸収を局所的に開始する薄い材料部分を形成し
、こうして対応するアンカー部分を弱め、横断方向ボアの潰れを可能にし、これにより図
１１の右側に示すようにアンカーが局所的に拡張する。
【００５７】
　図１２は、図８から図１１と同じ態様で、特に骨組織の止まり開口で限られた機械的強
度しか有しないそのような骨組織における縫合糸アンカー保持を改良するためのさらなる
手段を図示する。開口の底部壁による反作用がほとんどなくても遠位アンカー面での軟化
および液化を改良するため、アンカー遠端部分は、熱可塑性を有する材料の薄くこれによ
り機械的に弱い部分を備え、当該弱い部分は本場合では骨組織である対抗要素に対してほ
とんど摩擦を有しない固定プロセスに用いられる振動の影響下で軟化するまたは液化する
傾向がある。この手段の結果、潰れが起こり、これによりアンカー遠端部分がわずかに径
方向に拡張し、および／またはアンカー遠端部分の付近に位置する骨組織の良好な浸透が
生じ、これはアンカー固定機能の主要部分を引継ぎ得、そのため、横方向のアンカー固定
のため、硬組織開口の横方向壁に対する必要な摩擦が最小限に低減され得る。
【００５８】
　対応する実験での良好な結果は、凹形状（たとえば図１２に示すような中空の錐または
錐台）の遠位アンカー面３８で達成されたが、おそらくは付加的にスロットを付けられた
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他の中空形状を有する遠位アンカー面によって、またはいくつかの以前の図に示すような
溝（たとえば縫合糸溝）により分離される遠位アンカーセクションによって達成すること
もできる。図１２に従う縫合糸アンカーの遠端はさらに、図８、図９、および図１１と関
連して論じたような弱め構造としてならびに／またはおそらくは潰れることができる縫合
糸導管として働く２つの（または２つよりも多くの）横断方向ボア３６を備える。
【００５９】
　図８から図１２に図示するすべての手段は、たとえば前述のようなアンカーにおいて適
用可能である。しかしながら、それらは、他の特性を有するアンカーにおいても適用可能
である。この理由のため、発明は、図８から図１２に開示するような特徴のみを備え、硬
組織開口の中でのアンカー保持を向上させるために働く、アンカー（好ましくは縫合糸ア
ンカー）と、硬組織開口の中にアンカーを固定するための方法とにも関する。対応するア
ンカーは、溝によって分離される端セクションを備える遠端部分、凹状の遠位面、または
遠位縫合糸導管に近位に隣接する弱められたアンカー部分を特徴とする。対応する方法は
、端セクションを広げること、または縫合糸に対する張力付与もしくは硬組織の止まり開
口の底部に対するアンカーの当接によって弱められたアンカー部分、凹状の遠位面、もし
くは端セクションを潰し、こうしてそれを拡張させることを特徴とする。
【００６０】
　図８から図１１に従う上述の実施形態では、硬組織に対して固定されている縫合糸は、
それに従って縫合糸アンカーが硬組織中に固定される方法において（遠位アンカー部分を
広げるまたは拡張する）特定的な機能を有してもよい。縫合糸アンカーとして以外の適用
例で、または掲記された機能には機械的に弱過ぎる縫合糸と組合せてアンカーのこれらの
実施形態を用いる場合は、縫合糸の置換物を利用して記載のような縫合糸の代わりにまた
はこれに加えてこの縫合糸置換物を位置決めしかつ用いて、最終的にこれを除去し、また
はその端部分をクリップすることが可能である。そのような縫合糸置換物は、たとえば、
好適な特性のワイヤ、リボン、または縫合糸などの任意の可撓性のかつ細長い物品であっ
てもよい。以上の説明で用いるような「縫合糸」という用語はそのような縫合糸置換物を
内包する。
【００６１】
　上述の発明は、特に、硬組織への軟組織の装着に好適な縫合糸アンカーに関する。硬組
織においてそのような縫合糸アンカーを固定するための方法のすべての記載された実施形
態において、縫合糸は、好ましくは遠位縫合糸導管を通される前に、または硬組織開口の
中に位置決めされる前に、および熱可塑性を有する材料の液化の必ず前に液体（水または
塩水）に浸されることにより、液化された際に熱可塑性を有する材料から放出される熱に
よる損傷からさらに保護され得る。
【００６２】
　縫合糸アンカーおよび縫合糸の助けにより軟組織を硬組織に装着するためのすべての上
述の方法において、熱可塑性を有する材料は液化されて、硬組織または硬組織の中に設け
られた空洞に好ましくは浸透して、再固化した際にアンカーまたはその一部と開口の壁の
硬組織との間の確実な嵌合接続を構成する。そのような確実な嵌合接続は、すべての記載
された場合で二段階手順でも達成可能であり、硬組織開口の壁は、刊行物ＷＯ－２０１０
／０４５７５１またはＷＯ－２００９／１４１２５２（Nexilis）に記載のような方法に
従って前処理され、熱可塑性を有する材料は液化された状態で開口の壁の硬組織の中に押
込まれて、熱可塑性を有する材料でこの壁を実質的に被覆することなくこの組織とともに
一種の複合体を形成する。次に第２の工程では、本明細書および引用された刊行物に記載
のようにアンカー固定プロセスを行ない、液化された材料は、前処理工程で確立された開
口の壁の複合材料に浸透することができないが、代わりにこの壁の複合材料に溶接される
。そのような溶接のためには、第２のまたは固定の工程で用いられる熱可塑性を有する材
料が、第１のまたは前処理工程で用いられる熱可塑性を有する材料に溶接可能であること
が条件である。好ましくは、熱可塑性を有する２つの材料は同じ熱可塑性ポリマーを備え
る。
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【００６３】
　硬組織を備える複合材料および熱可塑性材料を有する材料を硬組織開口のちょうど口に
形成するように掲記された前処理工程を行なう場合、この口が補強され、これによりこの
縫合糸に張力が加えられたときに、硬組織開口の中に固定されるアンカーで硬組織開口の
中に固定される縫合糸によって切込まれることに対抗する向上した能力を有するようにな
る。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】



(20) JP 2013-537818 A 2013.10.7

10

20

30

40

【国際調査報告】



(21) JP 2013-537818 A 2013.10.7

10

20

30

40



(22) JP 2013-537818 A 2013.10.7

10

20

30

40



(23) JP 2013-537818 A 2013.10.7

10

20

30

40



(24) JP 2013-537818 A 2013.10.7

10

20

30

40



(25) JP 2013-537818 A 2013.10.7

10

20

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,T
M),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,RO,R
S,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,BB,
BG,BH,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,HU,I
D,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KM,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI,NO
,NZ,OM,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,
VC,VN,ZA

(72)発明者  レーマン，マリオ
            スイス、セ・アッシュ－２３５３　レ・ポメラ、オー－デュ－ビラージュ、３１
(72)発明者  ゲーベル－メール，シュテファニー
            スイス、ツェー・ハー－８９３２　メットメンシュテッテン、オーベレ・フィッシュバッハシュト
            ラーセ、１０
(72)発明者  ベンガー，アンドレアス
            スイス、ツェー・ハー－３０７４　ムーリ・ベー・ベルン、ハルデンベーク、５５・アー
(72)発明者  ベラ，ミリカ
            スイス、ツェー・ハー－８９５２　シュリーレン、プフルークシュトラーセ、１０
Ｆターム(参考) 4C160 LL30  LL31  LL59  MM32 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

